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1 はじめに 

 日光砂防事務所管内では、流域からの土砂生産及び

流出を抑制する取り組みとして 1960 年代より大規模

崩壊地において山腹工の整備を進めている。 

山腹工は植生を活用して整備するものであり、防災

上の機能を維持・増進させるためには経年的に植生遷

移の状況、表面侵食等の状況をモニタリングし、整備効

果を評価しながら、その状態によっては植生の保育や

補修等を適切に実施することが重要である。 

管内では山腹工を対象としたモニタリングを継続的

に実施しており、本稿では令和 2 年度に実施した成果

として、ＵＡＶ及び航空レーザ計測データを活用した

山腹工調査とその解析事例を報告する。  

2 対象地の概要 

調査対象とした山腹工と面積、施工年を表 1 に示す。

日光砂防事務所管内の大薙山腹工、中ノ沢山腹工、般若

沢山腹工、稲荷川山腹工を対象とした。なお、大薙山腹

工、中ノ沢山腹工については当初の施工を完了している。 

表１ 調査対象とした山腹工とその面積、施工年 

山腹工名称 対象面積 山腹工施工年 

大薙山腹工 約 12ha 1962（昭和 37）年～2017（平成 29）年 

中ノ沢山腹工 約 22ha 1999（平成 11）年～2009（平成 21）年 

般若沢山腹工 約 11ha 2004（平成 16）年～2016（平成 28）年 

稲荷川山腹工 
左岸側約 9ha 

右岸側約 2ha 

1981（昭和 56）年～施工中 

2009（平成 21）年～2018（平成 30）年 

3 ＵＡＶによる植生分布状況のモニタリング 

山腹工モニタリングの最も重要な調査として平成 21

年より約 5 年おきに植生分布状況を面的に把握してい

る。これまでは航空機による空中写真撮影を実施して

きたが、昨年度は山腹工とその周辺を対象に夏季及び

秋季の 2 時期にＵＡＶによって空中写真を撮影した。

多視点幾何による三次元モデル作成を行うために重複

率を十分確保し、垂直写真及び斜め写真を撮影した。 

調査範囲は地形が急峻なため、SfM（Structure from 

Motion）により三次元モデルを構築した上で、歪みのな

い正射投影画像（オルソフォト）を作成した。この写真

判読によって植生図を作成した（図 1参照）。また、現

地では植生調査を実施し、植物群落別に優占種及び種

組成等を確認した。図２に大薙山腹工における平成 21

年以降の植物群落別の面積の推移を示す。調査の結果、

約 12 年間でヤマハンノキ林等の高木林面積が倍増し、

施工地の約 2/3が樹林化していることを確認した。 

図１ オルソフォト画像（上）と植生図（下） 

 

 

図２ 大薙山腹工における植生分布の経年変化 

4 航空レーザ計測データによる樹林地の解析 

4.1 樹高解析 

 樹林の発達や劣化（流木・倒木等）の状況を面的に捉

えるために、複数時期の航空レーザ計測データを活用

して樹高分布図を作成し、樹高データを差分解析する

ことで経年的な樹林分布状況を定量的に解析した（図

３参照）。平成 20 年と令和 2 年の航空レーザ計測デー

タによる樹高分布を差分解析した結果、面的に樹林の
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成長がみられ、とくにヤマハンノキ林では約 12年で 10

ｍ程度の樹高成長を確認した。一方、ヤシャブシ林では

局所的にマイナス値があり、現地確認したところ、一部

で根返りによって倒木が発生していることを確認した。 

図３ 樹高分布（H20及び R2）と樹高差分解析の結果 

4.2 下層植生の解析 

土砂生産・移動の軽減等の機能を発揮させるために

は、階層構造の発達した樹林を形成する必要がある２）。 

航空レーザ計測は、航空機よりレーザ光を照射し、森

林上部や亜高木、下層植生、地盤など森林の様々な階層

でレーザ光が反射する。この特性を利用して下層に照

射されたレーザ光の反射パルス数から表面侵食防止効

果への寄与が大きいと考えられる下層植生の水平分布

を推定した（図４参照）。解析の結果、山腹工施工地に

成立しているヤシャブシ林やヤマハンノキ林は周辺自

然林よりも下層の反射パルスがやや少なかった（図５

参照）。現地ではシカによる下層植生への影響が広範囲

で確認され、階層構造の発達した樹林形成や先駆樹種

に代わる次世代樹種の育成が今後の課題と考えられた。 

図４ レーザ計測データによる下層植生解析概念図 

 

図５ 下層植生分布状況の解析図 

5 航空レーザ計測データによる地形変化の解析 

 平成 20年及び令和 2年の航空レーザ計測データの地

盤データを活用して差分解析を実施した結果、この 12

年間、大薙山腹工及び中ノ沢山腹工においては局所的

な侵食と堆積は見られるものの、山腹工施工地を面的

に見ると大きな侵食・堆積がほとんどなく、山腹工によ

る土砂の生産抑制機能が発揮されていた。一方、赤色立

体地図による微地形解析の結果、表流水によって局所

的に新たなガリ侵食が発生していることがわかり、今

後の侵食状況について監視の必要があると考えられた。 

図６ 地形変化（H20と R2の差分分析）の結果 

図７ 赤色立体地図による微地形変化のモニタリング 

6 おわりに 

 調査の結果、各山腹工において植生遷移や樹林化の

進行を確認できた。一方でシカによる植生への影響や

表流水による表面侵食が一部でみられ、これらについ

て監視を継続し、必要に応じて対策を講じる予定であ

る。山腹工モニタリングにおいてはＵＡＶや航空レー

ザ計測データの活用が効果的であることから、今後も

山腹工の機能・効果が持続的に発揮されるようモニタ

リングの継続とデータの蓄積に努めていく予定である。 
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